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国際ロータリー会長　ジョン・ケニー （国籍・スコットランド）

The Future of Rotary Is in Your Hands
ロータリーの未来はあなたの手の中に
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◆出席報告　　　　　　　　委員長　梅津ヤヨイ
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◆点　　鐘　　12：30

◆体　　操　　自律神経強化体操

◆国　　歌　　君ヶ代

◆Ｒ　　Ｓ　　奉仕の理想

◆唱　　歌　　砂山

◆B. G. M　　「にっぽんの歌・こころの歌」より
靴が鳴る
ちんから峠
からすの赤ちゃん　　他

◆ビジター　　笠木隆弘（別府東ＲＣ）

会長の時間 会長　近藤　賢司

　今月はロータリー家庭月間です。
　私には妻と２人の娘がいて、長女は以前にお話
ししましたように結婚式を終え、今週の日曜日に
披露宴をする運びとなりました。
　やっと１人を旅立たせることができそうです。
彼女達が育つ時は仕事に一生懸命すぎて、家庭を
振り返る余裕がなく、家内から子供は私一人で育
てたのよと言われる始末ですが、それ以外はなに
不自由なく育てられたと思っています。
　私の幼い頃は、日本が戦争に負け日本全体が貧
困でした。別府には駐留軍がいた関係で白人を多

982ＶＯＬ．22 -19
2009 年 12 月１日

く見ることが多かったと思いますが、私の出身地
津久見でもセメントを買い付けに白人が時々上陸
してきました。子供達は白人に群がりギブミーア
チョコレート状態で私も面白半分で何回かやって
いました。ある時、仲間達と白人に群がって少し
のお菓子を手にしていると、バイクで近づいてき
たおじさんが、すごい顔をして「お前達!!日本人
として恥ずかしいと思わんのかァ !!」と怒鳴られ、
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その言葉に打たれた私と仲間はそれ以来、白人に
群がることをやめてしまいました。
　あのおじさんは私達に素晴らしい教育をしてく
れたのです。「日本人は皆家族」の精神、これを
見直さなければいけない。今や親も爺婆も子供を
かわいがりすぎて、このような教育を怠ってきて
子供が恐い時代にしてしまったような気がしま
す。日本人として今後の教育を見直さなければい
けない時がきていると思います。

幹 事 報 告 幹事　髙宮　勝美

―ロータリー家族月間―

１．本日の卓話
『挨拶』　木村きぬゑ　会員

２．山﨑　勝ガバナーより、村津忠久会員へ地区
大会出席高齢会員表彰状と記念品が届いてお
りますので、本日ご披露しお渡し致します。

３．㈶日母おぎゃー献金基金より感謝状が届いて
おりますので、ご披露します。ご協力ありが
とうございました。

４．喪中につき、年末年始のご挨拶をご遠慮させ
て頂きます。

　　溝部　仁会員（ご母堂様）

５．ロータリー家族月間清掃活動のご案内
日　　時　　平成21年12月13日（日）
　　　　　　受付開始　９：00～９：45
　　　　　　開 会 式　９：45～10：00
　　　　　　清掃活動　10：00～12：00
　　　　　　閉会・解散　12：00～12：30
集合場所　　ジャングル公園（大分市都町）
清掃場所　　大分市都町繁華街など
準 備 物　　防寒具、軍手、ロータリータスキ
参 加 者　　ロータリークラブ、ローターア

クト、インターアクト、米山奨
学生などロータリー家族

＊登録申し込み・詳細は幹事または事務局ま
でお申し出下さい。

６．11月30日（月）18：30～本家お川に於いて、

市内４ＲＣ会長・幹事会が開催され、近藤賢
司会長、髙宮勝美幹事が出席致しました。

７．例会変更のお知らせ
杵築ＲＣ	 12月10日（木）の例会は、年次総

会の為　同日18：30～焼肉みやべ
に時間・場所変更

大分南ＲＣ	 12月11日（金）の例会は、クリス
マス家族例会の為　同日18：30～
ホテルザーズに時間・場所変更

大分臨海ＲＣ	 12月14日（月）の例会は、都合に
より　12月16日（水）12：30～大
分全日空ホテルオアシスタワーに
日付変更

中津中央ＲＣ	 12月15日（火）の例会は、中津３ク
ラブ合同例会の為　12月17日（木）
18：30～グランプラザ中津ホテル
に日時変更

湯布院ＲＣ	 12月16日（水）の例会は、忘年例
会の為　12月15日（火）18：30～
由布両築に日時・場所変更

佐伯ＲＣ	 12月16日（水）の例会は、年末家
族会の為　18：30～金水苑に時間
変更

くにさきＲＣ	 12月16日（水）の例会は、年次総
会・忘年会の為　同日18：00～割
烹旅館海喜荘へ時間・場所変更

大分中央ＲＣ	 12月16日（水）の例会は、クリス
マス家族例会の為　同日18：00～
大分第一ホテルに時間変更

大分城西ＲＣ	 12月16日（水）の例会は、クリス
マス家族例会の為　同日18：30～
大分全日空ホテルオアシスタワー
に時間変更

中津ＲＣ	 12月16日（水）の例会は、中津３
クラブ合同例会の為12月17日（木）
18：30～グランプラザ中津ホテル
に日時変更

中津平成ＲＣ	 12月17日（木）の例会は、中津３
クラブ合同例会の為　同日18：30
～グランプラザ中津ホテルに時間
・場所変更

大分東ＲＣ	 12月17日（木）の例会は、クリス
マス家族例会の為　12月18日（金）
18：30～うみたまごに日時・場所
変更
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８．次週例会の予定
「年次総会」
「会員コラム」溝部　仁会員

９．本日の回覧
①「忘年会」出・欠席
②「新年家族会」出・欠席
③「ダメ。ゼッタイ。」国連支援募金箱
④佐伯ＲＣ　週報

10．本日の配布
①週報No.981
②ロータリーの友12月号

スマイルボックス 副委員長　後藤　　隆

○近藤会長
　昨夜、別府４ロータリークラブの会長・幹事
会があり、割烹お川にて楽しい時間を過ごしま
した。
　その中で、別府中央のおかげでソフトボール
大会が盛り上がったと言われました。来年も皆
で力を合わせて悲願の一勝を目指して頑張りま
しょう。

○村津会員
　長年の酷使に耐えかねて、よれよれになった
腰と足の新たな治療に通い始めて、一年が経過
しました。「バイタル・リアクト・セラピー」
という治療法で、大分県にはまだ無い為、往復
214キロ走って福岡県朝倉市まで毎週１回通っ
ています。
　53回治療して、昨日やっと何とかなりそうな
気配が見えて来ました。颯爽と歩ける事を祈っ
てスマイル。

○河村会員
　土・日、大阪へ初孫のお宮参りに行ってきま
した。名前を雄大と言います。目に入れても痛
くないという気持ち、やっと理解できました。
感謝してスマイル。

○梅津会員
　とうとう師走になりました。なんとなく気ぜ
わしいようにあります。宝くじ買いました。当
たりますように祈ります。
　木村さん、卓話頑張ってネ。来年のおけいこ
になりますよ…。

○亀井会員
　木村会員、卓話ガンバッテ下さい！
　“元気な挨拶で”

○衛藤会員
　いよいよ12月。先生も走る忙しい月となりま
した。
　今日は笠木様ようこそお越し下さいました。
どうぞごゆっくりなさって下さい。木村会員、
卓話楽しみにしています。

○大野会員
　皆さん、今年最後の月になりました。風邪な
ど引かぬ様、気を付けましょう。ビジターの笠
木さん、ようこそいらっしゃいました。ごゆっ
くりして行って下さい。

○森園会員
　先週は例会をお休みしてすみません。来週は
来客の為、また欠席させていただきます。重ね
てすみません。

○中尾会員
　先週は社用で出ておりまして出席できません
でした。
　12月とは思えぬ温かい日ですが、皆様体調を
くずさない様に気を付けて下さい。
　スミマセン。来週は東京に出張のため、休み
ます。
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じたものです。社員が一同に集まると社長として
の責任を強く感汁一瞬です。がんばらなくては、
この子達をひっぱってゆかなければと思う私の朝
の始まりです。
　朝から元気良く挨拶することで、その日一日が
生き生きしてきます。朝から良い話を聞けば何と
なく心が優しくなり、その日出会う人にも幸せを
分けてあげられる気がしてきます。
　友人、知人とのあいさつにしても、こちらがい
やな人だナーと思ってさけて通るより、進んで自
分の方からあいさつをする。これも勇気がいる事
です。あいてより先に言う、なかなか出来ない事
ですが、全てはあいさつから始まるようです。
　夫婦でもそう、主人が「おはよう」、奥さんは
どんなふうにして「おはよう」と言うか、それを
見ている子供もおはよう、さてさて朝の始まりで
す。こつとして、立場が上の人から先に声をかけ
ること、それが一番大事な事だと思います。
　職場、家庭、あいさつの始まりから良い事の始
まり。そして笑顔。笑顔は魔法のように良くきく
薬だと思っています。笑顔を見ると人の心もおだ
やかになります。お客様に接する時も口角を上げ
て笑顔。笑顔以上のサプリメントはないと思いま
す。
　あいさつ。かんたんのようでなかなか出来ない、
人と人をつなぐ言葉はあいさつから始まると思っ
ています。これからも大切にしたいと思います。

会員コラム 平野　英壽

眼に見えないもの
　眼に見えないもの（魂、祖先、神仏、心等）に
対する世代ごとの意識について。アンケートによ
れば、それらを意識できる世代は５０代後半より上
だそうである。１０代、２０代に至っては、何それ？
という感じである。ベストセラーである「国家の
品格」によれば、論理的であることを第一義にし
てきた、特に戦後教育を受けてきた彼等にとって
は、当然のことかもしれない。それらの結果が、
毎日のように報道される悲惨な事件の一因という
と、短絡的過ぎるだろうか。
　しかし確実に何かが喪失し、変化している。こ
のままでは非常に危ない。
　｢魂｣を一つ取っても誰も見たことはないし、在
ることを証明する手立ても無い。

しかし古から多くの人は、私も含めて在るとは
思っている。そのほうが納得できるし、生きやす
い。日本人だけに限っても、建国以来２５００年とみ
てもこの６０年ほどで、そういった感性を捨ててし
まうのは、いかがなものだろうか。それは必要だ
からあったものだろうし、これまで伝えてきたの
だろう。そう考えると、我々団塊の世代の役割は
重要である。今、我々がそれらのことを、子供た
ちや若者たちに伝えなくて誰が伝えるのだろう。
強い使命感に、後から突き動かされた瞬間であっ
た。
　年末ジャンボ宝くじを購入したこの時期、毎日
ご先祖に手をあわせる私がここにいる。笑。
　みなさんは、いかがですか？
	 次回は、溝部仁会員です。

卓　　話 木村きぬゑ

「挨拶」
　我社は朝11時
になると、朝の
あいさつを致し
ます。それを始
めたのは、９年
前にラーメント
ン太の社長－川
内さんから倫理
法人会に誘われ
て朝の集まりに
行き始めてから
です。
　毎朝一同に集まり「おはようございます」から
一日の仕事が始まります。始めの内はなれない事
をするものですから、何から話して良いのやら大
変とまどいましたが、「職場の教養」と言う一ヶ
月間日替わりの参考書があり、それを読む事から
始めるようにいたしました。かんたんに思うかも
しれませんがこれが結構大変です。「おはようご
ざいます」この言葉を声をそろえて一同に言う事
だけでもやって見ると難しいのです。なかなか一
同に声を出す事が難しいのです。大きな声で気合
を入れて言う、もう一度、まだまだ声が出てない
よと三回くらいやりなおしをした事も最初は良く
ありました。改めて心を合わせるむずかしさを感


